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入 学 式 柏木学園高等学校 入 学 式 柏木実業専門学校

入 学 式 大和商業高等専修学校 入 園 式 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 懈怠(けだい)の心を知る －
　今年で創立76年目を迎えた柏木学園の仲間となった新入
生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ご家族も含め、
新たな学校への期待感は大きいことでしょう。これからの
日々は未来を拓く大切な糧となります。ここで出会う先生
や仲間たち、授業や課外活動、さらに行事を通して得る学
びから、知識を深め協調性や実行力を高められることを期
待します。
　今年、北京で冬季オリンピックが開かれました。この世
界平和の祭典を終えた直後の2月24日、ロシア軍のウクラ
イナ侵攻が始まったのです。兵士はもとより子供老人など
一般市民の犠牲者が日毎に膨らんでいることに胸が痛みま
す。理由の如何を問わず、罪もない人々への殺戮は許され
ません。この忌まわしい戦争が一日も早く終息することを
心より願うばかりです。
　77年前に終結した太平洋戦争では、日本人だけで300万
人を超す犠牲者を出し、戦火で各都市は壊滅しました。そ
の廃墟の中で人々は虚脱感に襲われることなく復興に取り
組みました。再建の槌音が響く中で柏木学園は誕生し、建

学の精神「社会に貢献する人材育成」の旗印の下、戦後復興
の力強い担い手を育てていったのです。
　戦禍とは異なるものの、２年以上にわたるコロナ禍は従
来の学校生活を変化させました。On-line授業、昼食時の黙
食、部活動の自粛に加え、学校行事の華でもある修学旅行、
文化祭、体育祭などの中止や縮小もありました。これから
始まる日々では、今まで味わえなかった本来の学校生活を
十分に満喫してほしいものです。
　「徒然草」に初めて弓を習う人に師匠が二本の矢を持つな
と諭す段落があります。次の矢を頼らずに一本の矢で決め
る心構えを述べたものです。今がダメなら次があると何か
に頼る心を戒めたものと言えます。
　何かをしなければならない時につい怠けてしまう心の動
きを「懈怠（けだい）の心」と言いますが、自分でも気づか
ないうちに忍び込んできます。兼好法師も抑えることは難
しいと述べていますが、だからこそ、この瞬間に怠けてい
ないかを自制しながら行動することが大切になるのだと思
うのです。

令和 4 年令和4年5月 ～ 7月行事予定表

柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園
5/9 3年三者面談開始（～ 31日）

5/10 委員会の日

5/18 体育祭

5/19 体育祭予備日

5/21 全経電卓計算能力検定

5/23 中間試験（～ 26日）

5/25 PTA総会

5/27 追再試日

5/29 全経簿記能力検定

6/2 3年修学旅行（～ 4日）

6/6 3年代休

6/9 創立記念日

6/13 まなび場Jr（村岡中）

6/14 委員会の日・まなび場Jr（藤沢第一中）

6/18 学校説明会

6/27 期末試験（～ 7月1日）

6/30 まなび場Jr（大清水中）

7/1 求人票解禁・就職決起会

7/4 検定特別授業（～ 8日）

7/10 全経簿記能力検定

7/11 追再試・まなび場Jr（滝の沢中）

7/12 テスト返却・大掃除

7/13 復習授業（～ 15日）

7/14 校外進路ガイダンス（進学）

7/15 校外進路ガイダンス（就職）
 まなび場Jr（鶴間中）

7/16 全経電卓計算能力検定

7/18 専修学校展
 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）

7/20 1学期終業式・保護者会

7/21 夏休み（～ 8月31日）

7/25 専修学校全国大会（～ 27日）

7/30 学校説明会

学　園　本　部
5/13 現況調査（専門・大和商業・幼稚園）
5/25 現況調査（高校）
5/26 監事監査
5/30 役員会
6/9 創立記念日

5/2 月謝引き落とし日
5/10 ベイスターズ野球教室
5/11 参観日（年少）（予定）
5/12 参観日（年長）（予定）
5/13 参観日（年中）（予定）
5/16 役員会（予定）
5/17 誕生日会（5月）
 内科検診①
5/18 面談日
5/19 クッキング保育（年長）（予定）
5/21 親児の会（予定）
5/23 内科検診②
5/24 父母の会決算総会
 避難訓練
5/25 お楽しみ会
 新任研修
5/26 歯科検診①
5/27 遠足（予定）
5/30 夕涼み会実行委員会
6/1 月謝引き落とし日
6/3 虫歯予防集会
 遠足予備日
6/4 第一回就職フェア（未定）
6/5 第一回就職フェア予備日（未定）
6/6 ケータリング（年長）（予定）
 役員会（予定）
 地域開放事業ストレッチ（予定）
6/7 避難訓練
6/9 創立記念日
 新任研修
6/10 プール開き
6/11 参観日（予定）
6/13 振替休園
6/14-17 個人面談・午前保育
6/20 夕涼み会実行委員会
 地域開放ヨガ（予定）
6/21 クッキング保育（年中）（予定）
6/22 ダディー&マミー
6/25 学生見学会
6/27 地域開放フラワー（予定）
 誕生日会（6月）
6/28 スマイルクラブ
6/29 幼稚園大会
6/30 歯科検診②
7/1 月謝引き落とし日
 クッキング保育（年少）（予定）
7/4 誕生日会（7月）
 役員会（予定）
7/6 未就園児七夕親子製作
 七夕会
7/7 令和5年度未就園児見学説明会
7/11 誕生日会（8月）
7/12 避難訓練
 スマイルクラブ
7/13 面談日
 第二回就職フェア（予定）
7/19 夕涼み会
7/20 終業式
7/21 お泊まり保育（予定）
7/22 お泊まり保育（予定）

5/21 全経電卓計算能力検定
 第1回オープンキャンパス
5/22 医科医療事務管理士技能認定試験
5/29 全経簿記能力検定
6/ 4 全経社会人常識マナー検定
6/ 9 創立記念日
6/12 サービス接遇実務検定
 日商簿記検定
6/19 秘書技能検定
6/25 第2回オープンキャンパス
6/26 医科医療事務管理士技能認定試験
 ビジネス実務マナー検定
6/27-30 sports week（予定）
7/ 2 全経文書処理能力検定
7/ 3 JLPT日本語能力試験
7/10 全経簿記能力検定
 診療報酬請求事務能力認定試験
7/14-21 前期試験
7/15-22 午後追試験
7/16 全経社会人常識マナー検定
 Japan Basic・全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
7/22 夏季終業式
7/23 全経コンピュータ会計能力検定
7/24 医科医療事務管理士技能認定試験
7/26-27 仕事のまなび場

5/10 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
5/16 （求職者支援訓練）5月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
5/17 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 株式会社アスモ介護サービス
5/31 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
6/8 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
6/15 （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 株式会社ソラスト
6/16 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 西迫会計事務所
7/1 （県委託訓練）7月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科
7/5 （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 医療法人社団総生会
7/19 （求職者支援訓練）4月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 介護職員養成（初任者研修）科
7/20 （求職者支援訓練）5月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

5/2 3年三者面談開始（～ 5/31）

5/10 1学期中間試験日程発表

5/14 後援会総会・役員会

5/16 中学校訪問開始

5/17-20 1学期中間試験

5/20 生徒総会

5/27 第1回実用英語技能検定（任意）

 学費引き落とし（2・3年）

6/6 体育祭準備

6/7 体育祭

6/8 体育祭予備日

6/9 創立記念日

6/12 東部フェスタ

6/17 日本漢字能力検定（任意）

6/18 公開授業・保護者会・後援会役員会

6/20 6/18振替休日

6/21 期末試験日程発表

6/27 学費引き落とし（2・3年）

6/28 -7/1 1学期期末試験

7/1 求人票解禁日

7/4 試験予備日

7/5-7 試験返却

7/9 実力診断テスト（1年アド） （1・2年スタ情任意）

7/9 進研模試3科目（2年アド）（1・2年スタ情任意）

7/11 実力診断テスト（3年）

7/14 進路行事・実力診断テスト予備日（3年）

7/15 進路行事

7/18 私学展

7/19 次年度履修ガイダンス・進路行事

7/20 終業式・大掃除・LHR

7/21 後援会役員会・職員対象救命講習会

7/25 夏期講習（第1期）（～ 7/29）

7/26-27 学期末補習

7/27 学費引き落とし

7/28-29 学期末補習試験

7/29 オープンスクール

○学園本部：金久保・清水　　　○柏木高校：本田・川津　　　○大和商業：高橋
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　　　　○幼 稚 園：笠井・髙田・藤野



入 学 式
　4月6日（水）に令和4年度入
学式を挙行し、404名の新入生
を迎えました。
　新入生代表として1年C組　
大井小暖さんが誓いの言葉を、
在校生代表として生徒会長　
星陽向さんが歓迎の言葉を読
み上げました。今年も新型コロナウイルス感染症予防のため、
参列者を新入生の保護者2名と限定し、検温・消毒を徹底した
中で式を行いました。新入生には本校生徒の一員として、一日
も早く学校生活に慣れ、楽しく過ごして欲しいと思います。

社 会 見 学

【本校における新型コロナウイルス感染症対策】
　生徒のみなさんの毎日の健康状態を把握するため、
ICTを活用した健康調査を実施しています。回答結果は
全職員が共有し、必要に応じて家庭とも情報共有を図って
います。また、長引くコロナウイルスとの戦いに戸惑い
や不安、ストレスを感じる生徒は多いでしょう。本校で
は、毎週水曜日に松岡由樹子カウンセラーによるカウン
セリング（相談）を実施しています。対象は生徒・保護
者です。予約の希望、問い合わせは担任または保健室ま
でお願いします。

～保健室からのお知らせ～

新任職員の紹介

始 業 式
　4月5日（火）に2、3学年の始
業式を行いました。新クラスの
発表は密集を避けるため、前日
にGmailで行い、当日は9時か
ら3学年が、10時から2学年が
登校し、学年別に実施しまし
た。校長先生の話や学年団の紹
介、新型コロナウイルス感染症予防の生活様式についての注意
が行われ、その後教室に移動し、今年度初めてのホームルーム
を実施しました。生徒たちは新しい担任、新しいクラスに緊張
しながらも、目を輝かせて話を聞いていました。

対 面 式
　4月7日（木）に新入生の対面式
が生徒会主催で行われました。密
を避けるため、上級生全員の参加
はなく、新入生と在校生代表とし
て生徒会執行部のみの参加となり
ました。例年行われていた部活動
の紹介は、各部で事前に作成した
ビデオが放映され、趣向を凝らした内容となりました。新入
生は新しく始まる高校生活に期待を膨らませたようです。

　4月22日（金）に社会見学で
2学年スタンダード・情報コース
と3学年は東京ディズニーシー
に行きました。新しいクラスの
仲間と親睦を深めるため、共に
アトラクションを回り楽しい1日
を過ごしました。また、2学年の
アドバンスコースは東京グローバルゲートウェイでオールイ
ングリッシュでの体験学習を行い、自らの英語力に自信を持ち
ました。

宿 泊 研 修
　1学年は4月22日（金）、23日
（土）に山梨県の西湖・河口湖
において宿泊研修を実施しま
した。これから始まる高校生活
の中での学習、基本的なルー
ル、進路などについて学び、自
主的に充実した生活を送るた
めの様々な課題を理解しました。また宿泊経験を通し友人たち
との親睦を深めることができました。

昨年度の進路実績
麻布大学
亜細亜大学
桜美林大学
大妻女子大学
嘉悦大学
神奈川大学
神奈川工科大学
関東学院大学
共立女子大学
恵泉女学園大学
国際医療福祉大学
国士舘大学
駒澤大学
埼玉学園大学
相模女子大学
淑徳大学
松蔭大学
湘南医療大学
湘南工科大学
成蹊大学
洗足学園音楽大学
高千穂大学
拓殖大学
多摩大学
玉川大学
鶴見大学
帝京大学
帝京科学大学
田園調布学園大学
桐蔭横浜大学
県立産業技術短期大学校
港湾職業能力開発短期大学校横浜校
神奈川歯科大短期大学部
湘北短期大学
洗足こども短期大学
帝京短期大学

2人
2人
8人
1人
2人
5人
6人
12人
1人
1人
2人
5人
1人
1人
9人
1人
4人
1人
3人
1人
1人
2人
1人
5人
4人
1人
5人
1人
3人
1人
1人
1人
1人
8人
2人
1人

東海大学
東京有明医療大学
東京医療学院大学
東京医療保健大学
東京家政大学
東京家政学院大学
東京工科大学
東京工芸大学
東京純心大学
東京福祉大学
東京富士大学
東京薬科大学
東洋大学
二松學舍大学
日本映画大学
日本女子体育大学
日本大学
日本文化大学
フェリス女学院大学
文教大学
文京学院大学
武蔵野大学
明星大学
ものつくり大学
横浜商科大学
横浜創英大学
横浜美術大学
横浜薬科大学
立正大学
和光大学
戸板女子短期大学
東京立正短期大学
新渡戸文化短期大学
フェリシアこども短期大学
山野美容芸術短期大学

6人
2人
4人
2人
1人
1人
2人
10人
1人
4人
3人
1人
4人
2人
1人
2人
7人
2人
1人
4人
1人
2人
2人
1人
2人
1人
1人
2人
1人
15人
1人
1人
1人
1人
2人

國分知春先生
教科：英語
学年：2学年副担任

笑顔で楽しく元気に皆さんの夢を
叶えるお手伝いができればと
思います。よろしくお願いします。

計71校　　200名

　今年度より都筑ヶ丘幼稚園でお
世話になります、塩瀬明日佳です。
分からない事がたくさんあると思
いますが、子ども達とたくさん遊
び、笑顔あふれるようにしていき
たいです。よろしくお願いします。

　進級おめでとうございます。新しいバッチをつ
けて、お兄さん・お姉さんになった子ども達はど
こか誇らしげな表情でした。今年度もよろしくお
願いします。

入 園 式入 園 式

始 業 式始 業 式

4月9日（土）

4月6日（水）

　入園おめでとうございます。少し大きな制服に
身を包み、新しい園生活への期待に胸をふくらま
せて登園してきました。子ども達にとって初めて
の集団生活に不安もあると思いますが、一緒に楽
しい思い出を作っていきたいと思います。一年間
よろしくお願いいたします。

2歳児教室
いちご組・ぶどう組
4月12日（火）

プレ保育
たんぽぽ組
4月26日（火）

　新年度が始まり、
子ども達も新しい環
境に慣れてきました。
楽しみにしていたお
弁当・給食が始まり
ましたが、黙食を心
掛け、感染予防に取
り組んでいます。

　食物アレルギーについ
て講師の方の話を聞き、
エピペンの使い方につい
ても実践を通して学びま
した。今回の学びを緊急
時に活かせるよう振り返
り、普段から意識してい
きたいと思います。

　今年も素敵な品物をありがとうございました。
大切に使わせていただきます。

令和3年度卒園記念品

塩瀬　明日佳先生

20年表彰
菅谷誠宏先生（総務課長）

食物アレルギー
4月22日（金）

　気がつけばいつの間にか10
年の月日が経っていました。子
ども達や保護者の皆様と泣いた
り笑ったり、大切な思い出が
いっぱいです。改めて支えて頂

いた皆様に感謝申しあげます。これからも皆様
のお力になれるよう、尽力していきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

　たくさんの方々のおかげで、
こうして20年表彰をいただく事
ができました。本当にありがと
うございました。これからも、縁

の下の力持ちとして、子ども達が安心安全で通
園できる様、全力でサポートしていくと共に自
分自身、向上できる様、努めて参りたいと思い
ます。これからもよろしくお願いいたします。

永年勤続表彰永年勤続表彰

10年表彰
水野早紀先生（ひまわり組担任）

　今年も幼稚園にて
野球教室を開催します。

研 修 会

DeNAベイスターズ野球教室
5月10日（火）

　2歳児教室、プレ保育の子ども達が入園しました。
これから皆で楽しく過ごしましょう。

入／園／式



　４月８日（金）に令和４年度入学式が挙行されました。新入生代表とし
て、水野香音（１年C組)が誓いの言葉を述べました。新入生一同、これ
から始まる学校生活へ希望に満ちた表情が見られました。また４月１１日
（月）には、対面式と新入生歓迎会が実施されました。部活動紹介やビン
ゴ大会を通して級友や先生方と交流を深めていくうちに笑顔のあふれる
式となりました。大和商業での３年間の生活を通して、自分のブランド作り
を一緒にしていきましょう。

　福祉クラスの2学年は、昨年の10月から初任者研修がはじまり、3月の
試験を経て受講者全員が介護職員初任者研修の資格を取得しました。

　４月１５日（金）に２・３学年合同オリエンテーションとして、修学旅行の事
前学習を行いました。各班が当日利用する予定である交通手段を利用
し東京駅（動輪の広場）と羽田空港（太陽の塔）へ向かいました。４月１９
日（火）に１学年は山梨にある富士急ハイランドに行き、オリエンテーション
を通じて新しい友人との仲を深めました。

　４月１９日（火）にパシフィコ横浜にて校外進路ガイダンスが行われまし
た。２・３学年の生徒達は大学・専門・短大・就職の各ブースをまわり、自分
の進路を考えるとても良い機会となりました。特に３学年は５月に行われる
三者面談に向けて真剣な面持ちで説明を受けていました。

入学式・対面式・新入生歓迎会

令和3年度検定試験取得状況

進路ガイダンス

オリエンテーション

介護職員初任者研修

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、高い進
路決定率を維持しました。面接練習や小論文対策が功を奏しました。
大学（16.4％） 専門学校（44.3％）
就職（36.1％） 進学準備（ 3.2％）　　
＜主な進学先＞
大　　学 玉川大学 高千穂大学 和光大学  
 横浜商科大学 東京福祉大学 聖徳大学
専門学校 柏木実業専門学校 町田福祉保育専門学校 横浜テクノオート専門学校
 情報科学専門学校 日本外国語専門学校 横浜システム工学院専門学校
 聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜医療秘書専門学校 横浜歯科医療専門学校
 大原簿記医療秘書公務員専門学校 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　他
就　　職 ㈱JR東日本ステーションサービス ㈱鈴木水産
 ㈱栄和産業 医療法人社団昌栄会相模大野病院
 ㈱日本ライフデザイン ベルビルガーデンやまと 東京精密発條㈱　他

令和3年度進路実績

新任職員紹介

入試情報
・学校見学入試相談会
 予約受付中
・学校説明会
 6月18日（土）より年間12回実施
 ※事前予約制となります。
・通信制高校サポート校合同入試相談会
 ※詳細はホームページをご覧ください。
https://kashiwagi.ac.jp/~yamato_info/index.html

経理実務士補

簿記

電卓

コンピュータ会計
所得税法
消費税法
秘書

ワープロ

文書デザイン

パソコンスピード

表計算

プレゼンテーション

介護職員初任者研修

 １２名
２級商業 ４２名
基礎簿記会計 ９４名
１級 １０名
４級 ８８名
初級 １４名
3級 ３３名
３級 ２１名
３級 １６名
１級   ２名
３級 ５０名
１級 １８名
４級   １名
２級   ２名
４級   ６名
段位   １名
２級 ２０名
４級 ２７名
１級   ９名
４級 １８名
 ２０名

2級工業 40名

2級 24名

2級  5名
4級 48名
2級 31名

準2級  4名
5級  8名
1級  9名
準2級 21名

2級  3名

3級 95名

3級 58名

準2級 11名

3級 15名

3級  2名

準1級 12名
3級 52名

3級 53名

外山　浩先生
商業　3年副担任
今年度、柏木実業専門学校から戻ってきました。
皆さんと楽しい毎日を送りたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　

友森　達也先生
数学　３年B組担任
３年生の担任になりました。教科は数学です。少
しでもみなさんの力になれるよう頑張りますので
よろしくお願いいたします。　

牧野　友哉先生
理科　１年B組担任
世界は不思議であふれています。たくさん知り、
考え、一緒に自分を成長させましょう。

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、2月生修了式】
　神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、
2月生の修了式が行われました。受講生は
新たな学びや資格取得、就職活動にも
取り組み、修了日の時点で就職内定す
る受講生も多数おりました。また、修了
式には修了生より謝辞もいただきました。
1月生修了式：3月30日（水）　2月生修了式：3月29日（火）
【神奈川県委託訓練「即戦力」訓練委託元による授業見学巡回の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の授業が6
コース実施されるなか、3月18日（金）に訓練
委託元である神奈川県立東部総合職業技
術校二俣川支所よりご担当者様が授業の見
学巡回をされ、実施状況を確認されました。

【職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定を取得いたしました】

　研修センターは令和3年度職業訓練サービスガイドライン適合事
業所認定を取得いたしました。平成30年度にも取得している為、実
質的には更新となります。公的職業訓練を受託して職業訓練を実施
している施設は全国に多数ありますが、現在この認定を取得してい
るのは全国で30事業所程度となり、神奈川県においては当研修セン
ターのみが取得しています。今後も質の高い職業訓練サービスを提
供できるよう職員一同、精進してまいります。
【神奈川県委託訓練「即戦力」7月生のコース説明・学校見学会実施】

　神奈川県委託訓練「即戦力」7月生、簿記パ
ソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、
介護職員初任者研修科のコース説明・学校
説明会が4月13日（水）、21日（木）、25日（月）
の3日間にわたり実施されました。

【就職近況報告】
就職先　医療法人社団　鵠純会　小林内科医院
　加藤　雅子さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科
　　（神奈川県委託訓練）（令和3年1月）修了生
「勤務先では在宅の患者様の往診もあるので、
学校で学んだ介護事務も参考となり、学びを活
かせる場面が多くあります。学校で学んでいる間は不安もありました
が、実務の場で、学校での勉強はこの事だったのか！と繋がることが
何度もあり、楽しい日々 です。」

【令和4年度 入学式を挙行しました】
　4月8日（金）に令和４年度入学式
を本校舎4階アリーナにて挙行しま
した。
　新入生は、一同神妙な面持ちで
入学式に臨み、桐野校長より入学が
許可されました。
　新入生代表として、経営経理研究科1年の平川 雄也（柏木実業
専門学校 医療情報学科出身）が誓いの言葉を、在校生代表として情
報ビジネス科2年のグルン ユバ ラズ（ネパール国籍 日本文化経済学
院出身）が歓迎の言葉を述べました。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科　栗原　江里（神奈川県立平塚農商高等学校出身）

　私は将来、医療事務の仕事に就
きたいです。この学校では、実践的
なカリキュラムと少人数制の授業、ま
た学校の雰囲気や先生方の人柄に
魅力を感じ入学しました。これから
専門的な知識や技能の取得に向け

て頑張っていきます。
○情報ビジネス科　大瀧　純杜（東京都立狛江高等学校出身）
　私が柏木実業専門学校に入学し
た理由は様々な資格取得を目的とし
たカリキュラムに魅力を感じたからで
す。私は将来、経営コンサルタントに
なりたいと思っています。資格取得を
通じて様々な分野への見識を深める
ことで、クライアントに一つでも多くの選択肢を提案できるコンサルタント
になることを目標に学んでいくつもりです。
○経営経理研究科　北郷　拓哉（柏木実業専門学校 医療情報学科出身）

　私が入学した理由は、経営や経理につい
て学びながら大学の卒業資格を取得できると
いうところに魅力を感じたからです。この学校
で多くの資格を取得し、卒業後の就職に活
かしていきたいと考えています。

柏木実業専門学校　入学相談係
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

第2回オープンキャンパス　参加申込受付中
6月25日（土）実施の第2回オープンキャンパス
　6/25（土）実施の第2回オープンキャンパスの参加申込を受け付け
ております。また、学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。

竹内　博之先生
（専門学校 学監）
　４６年間神奈川私学で中学校高等
学校の教育に携わっていました。４月
より柏木実業専門学校の学監という
立場で勤務させていただいております
が、自分の立ち位置は？自分ができる
ことは？新しい環境で、先輩の先生方
から学ぶ日々 が続いています。

介護科2月生の介護実技授業を見学する様子→

（※職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度は、職業訓練
サービスの質向上に取り組む民間教育訓練機関を「適合事業所」と
して認定する国の制度です。）

［次回、9月生コース説明・学校見学会実施日］
6月14日（火）、22日（水）、27日（月）電話にて要予約 研修センターまで
簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、介護職員初任者研修科

求職者支援訓練
令和4年4月生　4月20日～ 7月19日
令和4年5月生　5月16日～ 8月15日
神奈川県委託訓練「即戦力」
令和4年7月生　7月1日～ 9月30日
令和4年9月生　9月1日～ 11月30日

現在開講中ならびに実施予定の訓練

詳しくは「柏木学園ホームページ」またはTel 046-200-6170研修センターまで

研修センター
地図案内

職業訓練
サービスガイドライン

適合事業所認定
認定証発行番号

第2022JM0004（2）号

研修センター柏木実業専門学校

着任職員の紹介

認定証発行番号
第2022JM0004（2）号



　４月８日（金）に令和４年度入学式が挙行されました。新入生代表とし
て、水野香音（１年C組)が誓いの言葉を述べました。新入生一同、これ
から始まる学校生活へ希望に満ちた表情が見られました。また４月１１日
（月）には、対面式と新入生歓迎会が実施されました。部活動紹介やビン
ゴ大会を通して級友や先生方と交流を深めていくうちに笑顔のあふれる
式となりました。大和商業での３年間の生活を通して、自分のブランド作り
を一緒にしていきましょう。

　福祉クラスの2学年は、昨年の10月から初任者研修がはじまり、3月の
試験を経て受講者全員が介護職員初任者研修の資格を取得しました。

　４月１５日（金）に２・３学年合同オリエンテーションとして、修学旅行の事
前学習を行いました。各班が当日利用する予定である交通手段を利用
し東京駅（動輪の広場）と羽田空港（太陽の塔）へ向かいました。４月１９
日（火）に１学年は山梨にある富士急ハイランドに行き、オリエンテーション
を通じて新しい友人との仲を深めました。

　４月１９日（火）にパシフィコ横浜にて校外進路ガイダンスが行われまし
た。２・３学年の生徒達は大学・専門・短大・就職の各ブースをまわり、自分
の進路を考えるとても良い機会となりました。特に３学年は５月に行われる
三者面談に向けて真剣な面持ちで説明を受けていました。

入学式・対面式・新入生歓迎会

令和3年度検定試験取得状況

進路ガイダンス

オリエンテーション

介護職員初任者研修

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、高い進
路決定率を維持しました。面接練習や小論文対策が功を奏しました。
大学（16.4％） 専門学校（44.3％）
就職（36.1％） 進学準備（ 3.2％）　　
＜主な進学先＞
大　　学 玉川大学 高千穂大学 和光大学  
 横浜商科大学 東京福祉大学 聖徳大学
専門学校 柏木実業専門学校 町田福祉保育専門学校 横浜テクノオート専門学校
 情報科学専門学校 日本外国語専門学校 横浜システム工学院専門学校
 聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜医療秘書専門学校 横浜歯科医療専門学校
 大原簿記医療秘書公務員専門学校 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　他
就　　職 ㈱JR東日本ステーションサービス ㈱鈴木水産
 ㈱栄和産業 医療法人社団昌栄会相模大野病院
 ㈱日本ライフデザイン ベルビルガーデンやまと 東京精密発條㈱　他

令和3年度進路実績

新任職員紹介

入試情報
・学校見学入試相談会
 予約受付中
・学校説明会
 6月18日（土）より年間12回実施
 ※事前予約制となります。
・通信制高校サポート校合同入試相談会
 ※詳細はホームページをご覧ください。
https://kashiwagi.ac.jp/~yamato_info/index.html
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文書デザイン
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プレゼンテーション

介護職員初任者研修

 １２名
２級商業 ４２名
基礎簿記会計 ９４名
１級 １０名
４級 ８８名
初級 １４名
3級 ３３名
３級 ２１名
３級 １６名
１級   ２名
３級 ５０名
１級 １８名
４級   １名
２級   ２名
４級   ６名
段位   １名
２級 ２０名
４級 ２７名
１級   ９名
４級 １８名
 ２０名

2級工業 40名

2級 24名

2級  5名
4級 48名
2級 31名

準2級  4名
5級  8名
1級  9名
準2級 21名

2級  3名

3級 95名

3級 58名

準2級 11名

3級 15名

3級  2名

準1級 12名
3級 52名

3級 53名

外山　浩先生
商業　3年副担任
今年度、柏木実業専門学校から戻ってきました。
皆さんと楽しい毎日を送りたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　

友森　達也先生
数学　３年B組担任
３年生の担任になりました。教科は数学です。少
しでもみなさんの力になれるよう頑張りますので
よろしくお願いいたします。　

牧野　友哉先生
理科　１年B組担任
世界は不思議であふれています。たくさん知り、
考え、一緒に自分を成長させましょう。

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、2月生修了式】
　神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、
2月生の修了式が行われました。受講生は
新たな学びや資格取得、就職活動にも
取り組み、修了日の時点で就職内定す
る受講生も多数おりました。また、修了
式には修了生より謝辞もいただきました。
1月生修了式：3月30日（水）　2月生修了式：3月29日（火）
【神奈川県委託訓練「即戦力」訓練委託元による授業見学巡回の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の授業が6
コース実施されるなか、3月18日（金）に訓練
委託元である神奈川県立東部総合職業技
術校二俣川支所よりご担当者様が授業の見
学巡回をされ、実施状況を確認されました。

【職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定を取得いたしました】

　研修センターは令和3年度職業訓練サービスガイドライン適合事
業所認定を取得いたしました。平成30年度にも取得している為、実
質的には更新となります。公的職業訓練を受託して職業訓練を実施
している施設は全国に多数ありますが、現在この認定を取得してい
るのは全国で30事業所程度となり、神奈川県においては当研修セン
ターのみが取得しています。今後も質の高い職業訓練サービスを提
供できるよう職員一同、精進してまいります。
【神奈川県委託訓練「即戦力」7月生のコース説明・学校見学会実施】

　神奈川県委託訓練「即戦力」7月生、簿記パ
ソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、
介護職員初任者研修科のコース説明・学校
説明会が4月13日（水）、21日（木）、25日（月）
の3日間にわたり実施されました。

【就職近況報告】
就職先　医療法人社団　鵠純会　小林内科医院
　加藤　雅子さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科
　　（神奈川県委託訓練）（令和3年1月）修了生
「勤務先では在宅の患者様の往診もあるので、
学校で学んだ介護事務も参考となり、学びを活
かせる場面が多くあります。学校で学んでいる間は不安もありました
が、実務の場で、学校での勉強はこの事だったのか！と繋がることが
何度もあり、楽しい日々 です。」

【令和4年度 入学式を挙行しました】
　4月8日（金）に令和４年度入学式
を本校舎4階アリーナにて挙行しま
した。
　新入生は、一同神妙な面持ちで
入学式に臨み、桐野校長より入学が
許可されました。
　新入生代表として、経営経理研究科1年の平川 雄也（柏木実業
専門学校 医療情報学科出身）が誓いの言葉を、在校生代表として情
報ビジネス科2年のグルン ユバ ラズ（ネパール国籍 日本文化経済学
院出身）が歓迎の言葉を述べました。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科　栗原　江里（神奈川県立平塚農商高等学校出身）

　私は将来、医療事務の仕事に就
きたいです。この学校では、実践的
なカリキュラムと少人数制の授業、ま
た学校の雰囲気や先生方の人柄に
魅力を感じ入学しました。これから
専門的な知識や技能の取得に向け

て頑張っていきます。
○情報ビジネス科　大瀧　純杜（東京都立狛江高等学校出身）
　私が柏木実業専門学校に入学し
た理由は様々な資格取得を目的とし
たカリキュラムに魅力を感じたからで
す。私は将来、経営コンサルタントに
なりたいと思っています。資格取得を
通じて様々な分野への見識を深める
ことで、クライアントに一つでも多くの選択肢を提案できるコンサルタント
になることを目標に学んでいくつもりです。
○経営経理研究科　北郷　拓哉（柏木実業専門学校 医療情報学科出身）

　私が入学した理由は、経営や経理につい
て学びながら大学の卒業資格を取得できると
いうところに魅力を感じたからです。この学校
で多くの資格を取得し、卒業後の就職に活
かしていきたいと考えています。

柏木実業専門学校　入学相談係
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

第2回オープンキャンパス　参加申込受付中
6月25日（土）実施の第2回オープンキャンパス
　6/25（土）実施の第2回オープンキャンパスの参加申込を受け付け
ております。また、学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。

竹内　博之先生
（専門学校 学監）
　４６年間神奈川私学で中学校高等
学校の教育に携わっていました。４月
より柏木実業専門学校の学監という
立場で勤務させていただいております
が、自分の立ち位置は？自分ができる
ことは？新しい環境で、先輩の先生方
から学ぶ日々 が続いています。

介護科2月生の介護実技授業を見学する様子→

（※職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度は、職業訓練
サービスの質向上に取り組む民間教育訓練機関を「適合事業所」と
して認定する国の制度です。）

［次回、9月生コース説明・学校見学会実施日］
6月14日（火）、22日（水）、27日（月）電話にて要予約 研修センターまで
簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、介護職員初任者研修科

求職者支援訓練
令和4年4月生　4月20日～ 7月19日
令和4年5月生　5月16日～ 8月15日
神奈川県委託訓練「即戦力」
令和4年7月生　7月1日～ 9月30日
令和4年9月生　9月1日～ 11月30日

現在開講中ならびに実施予定の訓練

詳しくは「柏木学園ホームページ」またはTel 046-200-6170研修センターまで

研修センター
地図案内

職業訓練
サービスガイドライン

適合事業所認定
認定証発行番号

第2022JM0004（2）号
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入 学 式
　4月6日（水）に令和4年度入
学式を挙行し、404名の新入生
を迎えました。
　新入生代表として1年C組　
大井小暖さんが誓いの言葉を、
在校生代表として生徒会長　
星陽向さんが歓迎の言葉を読
み上げました。今年も新型コロナウイルス感染症予防のため、
参列者を新入生の保護者2名と限定し、検温・消毒を徹底した
中で式を行いました。新入生には本校生徒の一員として、一日
も早く学校生活に慣れ、楽しく過ごして欲しいと思います。

社 会 見 学

【本校における新型コロナウイルス感染症対策】
　生徒のみなさんの毎日の健康状態を把握するため、
ICTを活用した健康調査を実施しています。回答結果は
全職員が共有し、必要に応じて家庭とも情報共有を図って
います。また、長引くコロナウイルスとの戦いに戸惑い
や不安、ストレスを感じる生徒は多いでしょう。本校で
は、毎週水曜日に松岡由樹子カウンセラーによるカウン
セリング（相談）を実施しています。対象は生徒・保護
者です。予約の希望、問い合わせは担任または保健室ま
でお願いします。

～保健室からのお知らせ～

新任職員の紹介

始 業 式
　4月5日（火）に2、3学年の始
業式を行いました。新クラスの
発表は密集を避けるため、前日
にGmailで行い、当日は9時か
ら3学年が、10時から2学年が
登校し、学年別に実施しまし
た。校長先生の話や学年団の紹
介、新型コロナウイルス感染症予防の生活様式についての注意
が行われ、その後教室に移動し、今年度初めてのホームルーム
を実施しました。生徒たちは新しい担任、新しいクラスに緊張
しながらも、目を輝かせて話を聞いていました。

対 面 式
　4月7日（木）に新入生の対面式
が生徒会主催で行われました。密
を避けるため、上級生全員の参加
はなく、新入生と在校生代表とし
て生徒会執行部のみの参加となり
ました。例年行われていた部活動
の紹介は、各部で事前に作成した
ビデオが放映され、趣向を凝らした内容となりました。新入
生は新しく始まる高校生活に期待を膨らませたようです。

　4月22日（金）に社会見学で
2学年スタンダード・情報コース
と3学年は東京ディズニーシー
に行きました。新しいクラスの
仲間と親睦を深めるため、共に
アトラクションを回り楽しい1日
を過ごしました。また、2学年の
アドバンスコースは東京グローバルゲートウェイでオールイ
ングリッシュでの体験学習を行い、自らの英語力に自信を持ち
ました。

宿 泊 研 修
　1学年は4月22日（金）、23日
（土）に山梨県の西湖・河口湖
において宿泊研修を実施しま
した。これから始まる高校生活
の中での学習、基本的なルー
ル、進路などについて学び、自
主的に充実した生活を送るた
めの様々な課題を理解しました。また宿泊経験を通し友人たち
との親睦を深めることができました。

昨年度の進路実績
麻布大学
亜細亜大学
桜美林大学
大妻女子大学
嘉悦大学
神奈川大学
神奈川工科大学
関東学院大学
共立女子大学
恵泉女学園大学
国際医療福祉大学
国士舘大学
駒澤大学
埼玉学園大学
相模女子大学
淑徳大学
松蔭大学
湘南医療大学
湘南工科大学
成蹊大学
洗足学園音楽大学
高千穂大学
拓殖大学
多摩大学
玉川大学
鶴見大学
帝京大学
帝京科学大学
田園調布学園大学
桐蔭横浜大学
県立産業技術短期大学校
港湾職業能力開発短期大学校横浜校
神奈川歯科大短期大学部
湘北短期大学
洗足こども短期大学
帝京短期大学

2人
2人
8人
1人
2人
5人
6人
12人
1人
1人
2人
5人
1人
1人
9人
1人
4人
1人
3人
1人
1人
2人
1人
5人
4人
1人
5人
1人
3人
1人
1人
1人
1人
8人
2人
1人

東海大学
東京有明医療大学
東京医療学院大学
東京医療保健大学
東京家政大学
東京家政学院大学
東京工科大学
東京工芸大学
東京純心大学
東京福祉大学
東京富士大学
東京薬科大学
東洋大学
二松學舍大学
日本映画大学
日本女子体育大学
日本大学
日本文化大学
フェリス女学院大学
文教大学
文京学院大学
武蔵野大学
明星大学
ものつくり大学
横浜商科大学
横浜創英大学
横浜美術大学
横浜薬科大学
立正大学
和光大学
戸板女子短期大学
東京立正短期大学
新渡戸文化短期大学
フェリシアこども短期大学
山野美容芸術短期大学

6人
2人
4人
2人
1人
1人
2人
10人
1人
4人
3人
1人
4人
2人
1人
2人
7人
2人
1人
4人
1人
2人
2人
1人
2人
1人
1人
2人
1人
15人
1人
1人
1人
1人
2人

國分知春先生
教科：英語
学年：2学年副担任

笑顔で楽しく元気に皆さんの夢を
叶えるお手伝いができればと
思います。よろしくお願いします。

計71校　　200名

　今年度より都筑ヶ丘幼稚園でお
世話になります、塩瀬明日佳です。
分からない事がたくさんあると思
いますが、子ども達とたくさん遊
び、笑顔あふれるようにしていき
たいです。よろしくお願いします。

　進級おめでとうございます。新しいバッチをつ
けて、お兄さん・お姉さんになった子ども達はど
こか誇らしげな表情でした。今年度もよろしくお
願いします。

入 園 式入 園 式

始 業 式始 業 式

4月9日（土）

4月6日（水）

　入園おめでとうございます。少し大きな制服に
身を包み、新しい園生活への期待に胸をふくらま
せて登園してきました。子ども達にとって初めて
の集団生活に不安もあると思いますが、一緒に楽
しい思い出を作っていきたいと思います。一年間
よろしくお願いいたします。

2歳児教室
いちご組・ぶどう組
4月12日（火）

プレ保育
たんぽぽ組
4月26日（火）

　新年度が始まり、
子ども達も新しい環
境に慣れてきました。
楽しみにしていたお
弁当・給食が始まり
ましたが、黙食を心
掛け、感染予防に取
り組んでいます。

　食物アレルギーについ
て講師の方の話を聞き、
エピペンの使い方につい
ても実践を通して学びま
した。今回の学びを緊急
時に活かせるよう振り返
り、普段から意識してい
きたいと思います。

　今年も素敵な品物をありがとうございました。
大切に使わせていただきます。

令和3年度卒園記念品

塩瀬　明日佳先生

20年表彰
菅谷誠宏先生（総務課長）

食物アレルギー
4月22日（金）

　気がつけばいつの間にか10
年の月日が経っていました。子
ども達や保護者の皆様と泣いた
り笑ったり、大切な思い出が
いっぱいです。改めて支えて頂

いた皆様に感謝申しあげます。これからも皆様
のお力になれるよう、尽力していきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

　たくさんの方々のおかげで、
こうして20年表彰をいただく事
ができました。本当にありがと
うございました。これからも、縁

の下の力持ちとして、子ども達が安心安全で通
園できる様、全力でサポートしていくと共に自
分自身、向上できる様、努めて参りたいと思い
ます。これからもよろしくお願いいたします。

永年勤続表彰永年勤続表彰

10年表彰
水野早紀先生（ひまわり組担任）

　今年も幼稚園にて
野球教室を開催します。

研 修 会

DeNAベイスターズ野球教室
5月10日（火）

　2歳児教室、プレ保育の子ども達が入園しました。
これから皆で楽しく過ごしましょう。

入／園／式



　数年振りに「冬」らしい寒さを感じ、ようやく訪れた花の便
りとともに新学期を迎えることができました。新入生の皆様、
保護者の皆様ご入学おめでとうございます。
　そして、在校生の皆様ご進級おめでとうございます。
　新型コロナウイルスの影響を受け早2年が経ちました。なか
なか「終息」がみえない中、様々なことに我慢を強いられ思う
ような活動が出来ずに不安な思いが多々あったことでしょう。
　しかし、感染症予防対策に対応した生活様式にも慣れ、徐々
にではありますが、本来あるべき学校生活に戻ってきたよう
に感じます。
　新入生の皆様は、これから始まる高校生活に、また在学生

の皆様は、「さあ今年こそは」と未来に向けて胸を躍らせてい
ることと思います。そんな高校生活が有意義となるよう心よ
り願っております。
　後援会も同様に新役員を迎え新体制で始動です。学校と連
携し、微力ではありますが学校行事等をサポートして参りた
いと存じますので、皆様のご意見とご協力をいただけると幸
いです。
　どうぞ、よろしくお願いいたします。

後援会副会長　相馬　奈美子

柏木学園高等学校後援会新年度を迎えて

　論語の言葉は、人生のありとあらゆる場面に応じて、適切
な心に響くヒントを与えてくれます。上記の漢字八文字に四
つのポイントが凝縮されています。第一に「博学」身近な問題
や興味のある分野に関することだけではなく、広く学ぶこと、
たとえば茶道を学ぶ場合、作法や茶の点て方だけではなく、
背景にある歴史や文化、道具、抹茶の産地や栽培など、関連
する分野のことにまで興味を広げていくこと、第二に「篤志」
何のために学ぶのか、そのテーマを明確にすることです。読
書にたとえるなら、乱読ではなく、テーマに関連する本を精
読することです。第三に「切問」問題意識をもって、「なぜだ、
なぜだ」と探求していくことで、質問がないのは学びが足り

ない証拠、ちょっとかじっただけで、すべてをわかった気に
なってはいけないということです。
　第四に「近思」自分に引き寄せて学び、実践することです。
以上４つのポイントを踏まえて学べば、やがて人として生き
る道が見えてくるということです。５月に入ると新緑が目立
ち、蛙や、蚯蚓が動き出し、夏の匂いが漂いはじめてきます。
皆様も学校に馴染み、友達もでき、学業に専念できる頃合い
です。新型コロナを含め、健康に充分気をつけながら、学園
生活を楽しんでください。

教育交流会会長　田部井　信夫

柏木実業専門学校教育交流会「博学篤志」「切問近思」

　新入生の皆さん並びに保護者の皆様、この度はご入学おめ
でとうございます。
　生活スタイルが一変するなか、無事に入学式を迎えられ、
ひと安心されているところではないでしょうか。
　昨年度は学校行事の短縮や中止など一昨年度に続き、例年
通りとはいかない学校生活となりましたが、そんな中でも生
徒の皆さんは簿記検定や電卓検定などに向けて努力を積み
重ね、それぞれの目標に向かって頑張ってこられたことと思
います。
　新入生の皆さんはこれから初めての検定や中間試験、そして

部活動や体育祭など楽しみにしていることがたくさんあると
思います。時には上手く行かないこともあるかもしれません。
　しかし、失敗を恐れず楽しみながら、全力で取り組んでいっ
て欲しいと思います。
　また、人との距離感が不自由になってしまった今だからこ
そ、仲間がいることの大切さに気付かされることがあると思い
ます。
　出会えた仲間を大切に、励まし合いながら有意義な学校生
活を送っていただきたいと思います。

PTA役員代表　榎本　和代

大和商業高等専修学校ＰＴＡご入学おめでとうございます

　麗かな春の陽気が続く頃となりました。
　子どもたちの元気な声が園内に響き渡り、明るい新年度の
スタートとなりました。
　新入園の皆様は初めての集団生活に、在園児の皆様は新し
いクラスに不安や希望等を抱いていることと思います。
　ここ数年、コロナウイルスの影響で以前とは違う日常生活
を送ることとなりました。マスク、手指消毒の必須、距離感や
黙食等制限されることが多く、不便さを感じていることと思い
ます。
　その中でも、幼稚園の先生方は子どもたちを第一に考え、感
染症対策は常に万全の状態で日々の保育を行い、子どもたち
に寄り添ってくださいますのでどうぞご安心ください。
　行事等例年通りとはいかないことも多かったですが、でき
る限り開催したいと先生方が奮闘してくださっている姿を父
母の会の活動を通して拝見してきました。

　先生方の思いが保護者や子どもたちに届いているからこそ、
保護者の皆様は安心して子どもたちを送り出すことができ、
子どもたちには笑顔が溢れ、時に涙しながらも先生やお友達
とともに成長できる幼稚園生活を送れているのだと思います。
　現在もコロナウイルスが終息に向かう兆しも見えず、まだま
だ制限が多い状況ではございますが、園長先生をはじめ、幼稚
園の先生方は子どもたちの為最善を尽くしてくださっていま
す。そんな先生方のお力に少しでもなれれば幸いです。
　微力ではございますが、子どもたちが元気に笑顔で園生活
が送れるようサポートできればと思いますので皆様のご理解、
ご協力よろしくお願いいたします。
　楽しい幼稚園生活になることを心より願っております。

父母の会会長　後藤　麻衣子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会ご入園・ご進級おめでとうございます

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
【柏木学園高等学校】

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和4年2月20日施行）

〈1級〉
並木　　葵　小椋　愛美　星　　陽向　江下　桃花
宮坂　知奈　宮本　和彰　
〈2級〉
後藤　獅生　馬場　春菜　石塚　美翔　岩瀬　大和
塩田　真希　轟　　優菜　北村　航一　小林　勇磨
小原　麻衣　青木　　愛　田中　暖人　和田　愛純
〈3級〉
佐々木颯太　筒井　理友　小笠原　柊　佐藤　芽衣
野口　沙樹　落合　有夏　髙橋　琉飛　武本　莉於
宇佐美杏奈　岡田陵太郎　竹本　琴音　永田　　愛
野口　聖華　片桐　　萌　中澤　　凜　島津　友愛

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定（表計算）
（令和4年2月27日施行）

〈2級〉
岡田　兜杜　石岡美里奈　後藤　獅生　谷　　優翔
劉　　鎧華　星　　陽向　朝比奈未桜　大原　銀太
落合　颯真　加藤　　颯　國近　優斗　森　　日和
渡邊　天音
〈準2級〉
筒井　理友　藤原　鉄男　下里　榛那　南葉　　絢
矢澤　花音　北村　航一
〈3級〉
三浦　凜香　大和田　歩　篠原　陽紀　武本　莉於
中原　諒介　福冨　航大　結城　千寿　岡田陵太郎
永田　　愛　田中　暖人　石川　若奈　片桐　　萌
土田　成輝　冨永　　遥　長澤　望那　中澤　　凜
齋藤　奏音　平良　健登　梅田　怜和　大内　勇輝
岡田　兜杜　亀井　楓奈　小林　陽太　佐藤虹太郎
德澄　法恵　中川　隼瑠　萩本　有紀　三橋　英信
宮﨑　大騎　宮原　歩夢　森脇　佑衣

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定

（令和3年12月24日施行）
〈3級〉
安達由美子　五十嵐ゆかり　池島　優花　大沼　達也
奥山　美穂　柿沼妃予子　加藤さや香　佐々木　愛
澤田　優里　三本杉幸子　下村　清美　杉山佐和子
須藤　貴子　玉崎　佳慧　寺腰ひなた　永井　敦子
中嶋良志子　中田　美紀　西谷　弥帆　西堀　雅子
濱中有希子　瓢　　明美　真野　由香　三浦　文子
宮本　希美　村田　有紀　山崎　昭子

日本医療報酬調査会主催　調剤事務検定
（令和4年1月19日施行）

安達由美子　五十嵐ゆかり　池島　優花　大沼　達也
奥山　美穂　柿沼妃予子　加藤さや香　佐々木　愛
澤田　優里　三本杉幸子　下村　清美　杉山佐和子
須藤　貴子　寺腰ひなた　永井　敦子　中嶋良志子
中田　美紀　西谷　弥帆　西堀　雅子　濱中有希子
瓢　　明美　真野　由香　三浦　文子　宮本　希美
村田　有紀　山崎　昭子　石川　　心　角田　智哉
北郷　拓哉　小西　七総　小林　莉久　小林　莉子
白石　和也　西谷　宗真　野路　夏鈴　平川　雄也
藤坂　妃生　峯　　綾菜　三好　泰雅

日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定
（令和4年1月21日施行）

〈3級〉
安齊　　葵　石島　乃愛　佐藤　正輝　澤田　笑佳
筒井　千賀　土井　陸斗

日本医療報酬調査会主催　介護事務検定
（令和4年1月28日施行）

安達由美子　五十嵐ゆかり　池島　優花　奥山　美穂
柿沼妃予子　加藤さや香　佐々木　愛　澤田　優里
三本杉幸子　下村　清美　杉山佐和子　須藤　貴子
玉崎　佳慧　寺腰ひなた　永井　敦子　中嶋良志子
中田　美紀　西谷　弥帆　西堀　雅子　濱中有希子
瓢　　明美　真野　由香　三浦　文子　宮本　希美
村田　有紀　山崎　昭子　有澤真理子　篠木　三保
村田　洋子　角田　智哉　北郷　拓哉　小林　莉子
白石　和也　野路　夏鈴　平川　雄也　藤坂　妃生
三好　泰雅

日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定
（令和4年3月1日施行）

〈3級〉
青木　香蓮　磯﨑　真未　伊藤　　霞　占部　咲紀
小澤　智子　亀山　昌美　木山あゆみ　久野　久乃
熊谷　円来　後石原　泉　佐野　仁美　志村　琴美
白井亜希子　菅原　英季　鈴木こずえ　田辺　未来
塚野理恵子　出川万友美　外﨑由美子　新倉　愛子
野田みゆき　塙　理香子　深沢佳代子　細谷真理香
前川　由紀　村石真由美　本宮　七重　森戸　瑞気
矢嶋　珠恵

日本医療報酬調査会主催　調剤事務検定
（令和4年3月17日施行）

青木　香蓮　磯﨑　真未　伊藤　　霞　占部　咲紀
小澤　智子　亀山　昌美　木山あゆみ　久野　久乃
熊谷　円来　後石原　泉　佐野　仁美　志村　琴美
白井亜希子　菅原　英季　鈴木こずえ　出川万友美
新倉　愛子　塙　理香子　細谷真理香　村石真由美

全国経理教育協会主催　文書処理能力検定
（令和4年2月5日施行）

〈表計算3級〉
川勝　　碧　黒澤　芽衣　杉山　竜世　髙橋　大樹
舩木　　祥　丸山　晃瑠　陳家偉
LIMBU NABIN　LE NGUYEN TUONG VI　KADEL DEEPA
GHIMIRE ANKITA　SIJAPATI KESHAV
SHRESTHA REJ BAHADUR　THAPA LAXMI
TAMANG ANIL　NEUPANE BHANUBHAKTA
LAMA PHURPA　KHADKA TILAK BAHADUR
KHATRI SABIN　GHALAN UMESH
NGUYEN THI NGOC CAM　KHASANOV BAKHROM
GURUNG YUBA RAJ　THAPA SANTOSH
DIAN NOVITAYANI　BAKHTIYOR UGLI
NEPAL KAMALA　B K MANJU　PHAM QUANG AN
PHAM THI LIEN　BUI THI TRANG　HOSSAIN SAWON
RAI SEMI HANGMA　LAMICHHANE SUSHMITA
LE THI HUE　KYAPCHHAKI MAGAR SHANKAR
NGO TIEN THANH　THAPA LILA
TRAN THI THU THAO　NEUPANE KHEM KUMARI
PANDEY RABINA　PHAM THANH LAP
PHI VAN KHANH　HOANG DINH LOI
LUONG THI NHU Y　GIRI LAXMAN
NGUYEN THI THU HA　NGUYEN THI THU
NGUYEN THI TUYET TRINH　GURUNG ROJAN
SHRESTHA JUNU　THAPA SUJAN
HTAY AUNG KYAW　PHAN THI KHANH MY
HOANG THI NGOC　POKHREL SUNDAR
〈ワープロ3級〉
黒澤　芽衣　佐藤　翔哉　髙橋　大樹　丸山　晃瑠
羅昱　KHADKA TILAK BAHADUR
LAMICHHANE SUSHMITA　NEUPANE KHEM KUMARI
NGUYEN THI THU　NGUYEN THI TUYET TRINH
HTAY AUNG KYAW　PHAN THI KHANH MY
HOANG THI NGOC　LIMBU NABIN

全国経理教育協会主催　消費税法能力検定
（令和4年2月6日施行）

〈2級〉
境田　航己　舩木　　祥　丸山　晃瑠
〈3級〉
北郷　拓哉

日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定
（令和4年3月23日施行）

〈3級〉
粟野さゆり　小此木美咲　何紅　北田　園絵
小山佳代子　嶋田　友理　杉浦　洋子　関口　　渚
土志田琉生　永薗　英美　永田　裕子　中村真由美
原　　志穂　山根真由美　横田　千鶴

日本医療報酬調査会主催　介護事務検定
（令和4年3月29日施行）

青木　香蓮　磯﨑　真未　伊藤　　霞　占部　咲紀
小澤　智子　亀山　昌美　木山あゆみ　久野　久乃
熊谷　円来　佐野　仁美　志村　琴美　白井亜希子
菅原　英季　鈴木こずえ　塚野理恵子　出川万友美
外﨑由美子　新倉　愛子　塙　理香子　細谷真里香
村石真由美　浅沼　　匠　岡田　孝宏　門　　芳美
川崎　大輔　平岡智美

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和4年3月29日修了）

新井　　学　五十嵐健治　大川　英人　小澤かおる
金森　達哉　鈴木　暁子　竹岡　久輝　谷上あずさ
土屋　美保　永山　啓輔　長谷部規久子　馬鳥　眞子
林　　由紀　原田　英二　蓑田ナナ子

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和4年3月30日修了）

浅沼　　匠　一村　信雄　大原　久美　岡田　孝宏
奥間香出菜　門　　芳美　川崎　大輔　近藤　忠寛
西城　　勝　冨塚美優貴　中嶋　　正　永留　幸恵
野本　尚美　平岡　智美　平塚　美香　逸見　昭子
松田　英吾　宮澤　美歌

【大和商業高等専修学校】
実務技能検協会主催　秘書技能検定　

（令和4年2月6日施行）
〈3級〉
大久保龍一　齋藤　蒼憂　塚田　涼斗　寺川　雄人
中根　陽翔　吉村　胡香　茂木　慶介　吉野　　麟
相川　茉実　内田　　嶺　齊野　亜唯　清水　祇希
高田　優人　西村　亮祐　森田　　駿　和田　康平

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定
（令和4年2月6日施行）

〈3級〉
石井　綾奈　大久保龍一　大竹　崇太　小野寺智輝
齋藤　蒼憂　田代　凰雅　塚田　涼斗　寺川　雄人
馬場内一輝　松崎　碧流　松土　慶太　榎本勘次郎
大野ケビン　小村　晃雅　沓澤　昴暉　前田　圭吾

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和4年2月20日施行）

〈2級〉
長田　穂香　高橋　和幸　飯塚　健斗　齊藤　優心
水野明日香　山田　美優　松土　慶太　石井　綾奈
馬場内一輝　村田　朋輝　内田　　嶺　下條　健弥

西村　亮祐　𠮷澤　陽菜　和田　康平
〈3級〉
浅沼　健太　飯塚　威風　石黒　秀虎　片根　　羽
田中　大樹　浜本ひろし　原田　優輝　山中　頼皇
渡邊　日向　大川　輝琉　木戸　琉成　白井　幹大
内藤　飛呂　蜷川　宗大　藤井琥太郎　生田竜之助
伊藤　優冴　大野　　樹　関　　幸毅　藤岡　竜霧
岩﨑　英和　金子　喬哉　椛澤　　将　庄司　　晶
柘植　晶翔　鳴海　由幸　二又　恭汰　渡辺　崇寛
〈基礎簿記会計〉
神園イチロー　柏樹　紅月　齋藤　瑠生　橋本　拓海
佐藤ミゲル　竹内　凱星　山口　　海　板屋羽弥人
戸水孝太郎

日本情報処理検定協会主催　日本語ワープロ検定
（令和4年2月20日施行）

〈2級〉
須山　千寛　渡邊　日向
〈準2級〉
原田　優輝　生田竜之助　伊藤　優冴　椛澤　　将
二又　恭汰
〈3級〉
浅沼　健太　伊藤　里樹　神園イチロー　小松　威吹
大川　輝琉　柏樹　紅月　島﨑　和輝　蜷川　宗大
橋本　拓海　福永　にか　片山　　渚　青柳　廣紀
大城ダニエラ　柘植　晶翔　鳴海　由幸　西森　洋宇
〈4級〉
高山　　響　三廽部　蓮　矢野　泰地　カスティヨ ニコラス
齋藤　瑠生　井上　早紀　竹内　凱星　鶴崎　優汰
三宅　陸仁　岩﨑　英和　金子　喬哉　亀井　和紀
戸水孝太郎　古川　陸斗　渡辺　崇寛　松風　蒼心

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和4年2月20日施行）

〈1級〉
寺川　雄人
〈2級〉
中根　陽翔　會田　叶門　沓澤　昴暉　成瀬　優斗
平田　夏輝　前田　圭吾　渡邉　有紀　石塚　正輝
古賀　　希　下條　健弥　津﨑　優美
〈3級〉
木村　　司　村田　朋輝

日本情報処理検定協会主催
プレゼンテーション作成検定

（令和4年2月20日施行）
〈2級〉
石井　綾奈
〈3級〉
飯塚　威風　石黒　秀虎　片根　　羽　須山　千寛
原田　優輝　吉江　　翼　渡邊　日向　阿部　　絆
飯塚　瑛也　大川　輝琉　太田隆之介　柏樹　紅月
木戸　琉成　島﨑　和輝　白井　幹大　内藤　飛呂
蜷川　宗大　藤井琥太郎　細井戸瑞喜　矢部　颯真
阿部絢之輔　生田竜之助　伊藤　優冴　今井　太陽
江波戸秀冴　笠間　一心　片山　　渚　金子　大瞬
佐々木姫梨　須釜　龍雅　関　　幸毅　竹内　凱星
丹澤　聡真　藤岡　竜霧　丸山時風獅　三宅　陸仁
ラピング ジョシュア ケイン マラリ　井上　拓己　猪俣　　渉
岩﨑　英和　岩田　聡吾　金子　喬哉　椛澤　　将
庄司　　晶　鈴木　輝帝　染谷　優馬　高坂　　碧
柘植　晶翔　鳴海　由幸　原田　一輝　二又　恭汰
〈4級〉
神園イチロー　小松　威吹　浜本ひろし　三廽部　蓮
山中　頼皇　伊藤　慧司　齋藤　瑠生　半杭マウリシオ
福永　にか　井上　早紀　大野　　樹　伊藤　咲奈
大城ダニエラ　亀井　和紀　西森　洋宇　古川　陸斗
松岡　カズ　渡辺　崇寛

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和4年2月26日施行）

〈1級〉
渡邊　日向　木戸　琉成　内藤　飛呂　椛澤　　将
二又 恭汰　　
〈2級〉
伊藤　咲奈　鳴海　由幸　大竹　崇太　髙麗　咲月
津﨑　優美
〈3級〉
矢野　泰地　吉澤　　庵　蜷川　宗大　井上　早紀
西森　洋宇
〈4級〉
浜本ひろし　伊藤　慧司　齋藤　瑠生　阿部絢之輔

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定（表計算）
（令和4年2月27日施行）

〈準1級〉
𠮷澤　陽菜
〈2級〉
中根　陽翔　村田　朋輝
〈3級〉
福永　にか
〈4級〉
青木　恵愛　浜本ひろし

日本商工会議所主催　簿記検定
（令和4年2月27日施行）

〈3級〉
齋藤　蒼憂　塚田　涼斗　寺川　雄人　森田　　駿
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柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 懈怠(けだい)の心を知る －
　今年で創立76年目を迎えた柏木学園の仲間となった新入
生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ご家族も含め、
新たな学校への期待感は大きいことでしょう。これからの
日々は未来を拓く大切な糧となります。ここで出会う先生
や仲間たち、授業や課外活動、さらに行事を通して得る学
びから、知識を深め協調性や実行力を高められることを期
待します。
　今年、北京で冬季オリンピックが開かれました。この世
界平和の祭典を終えた直後の2月24日、ロシア軍のウクラ
イナ侵攻が始まったのです。兵士はもとより子供老人など
一般市民の犠牲者が日毎に膨らんでいることに胸が痛みま
す。理由の如何を問わず、罪もない人々への殺戮は許され
ません。この忌まわしい戦争が一日も早く終息することを
心より願うばかりです。
　77年前に終結した太平洋戦争では、日本人だけで300万
人を超す犠牲者を出し、戦火で各都市は壊滅しました。そ
の廃墟の中で人々は虚脱感に襲われることなく復興に取り
組みました。再建の槌音が響く中で柏木学園は誕生し、建

学の精神「社会に貢献する人材育成」の旗印の下、戦後復興
の力強い担い手を育てていったのです。
　戦禍とは異なるものの、２年以上にわたるコロナ禍は従
来の学校生活を変化させました。On-line授業、昼食時の黙
食、部活動の自粛に加え、学校行事の華でもある修学旅行、
文化祭、体育祭などの中止や縮小もありました。これから
始まる日々では、今まで味わえなかった本来の学校生活を
十分に満喫してほしいものです。
　「徒然草」に初めて弓を習う人に師匠が二本の矢を持つな
と諭す段落があります。次の矢を頼らずに一本の矢で決め
る心構えを述べたものです。今がダメなら次があると何か
に頼る心を戒めたものと言えます。
　何かをしなければならない時につい怠けてしまう心の動
きを「懈怠（けだい）の心」と言いますが、自分でも気づか
ないうちに忍び込んできます。兼好法師も抑えることは難
しいと述べていますが、だからこそ、この瞬間に怠けてい
ないかを自制しながら行動することが大切になるのだと思
うのです。

令和 4 年令和4年5月 ～ 7月行事予定表

柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園
5/9 3年三者面談開始（～ 31日）

5/10 委員会の日

5/18 体育祭

5/19 体育祭予備日

5/21 全経電卓計算能力検定

5/23 中間試験（～ 26日）

5/25 PTA総会

5/27 追再試日

5/29 全経簿記能力検定

6/2 3年修学旅行（～ 4日）

6/6 3年代休

6/9 創立記念日

6/13 まなび場Jr（村岡中）

6/14 委員会の日・まなび場Jr（藤沢第一中）

6/18 学校説明会

6/27 期末試験（～ 7月1日）

6/30 まなび場Jr（大清水中）

7/1 求人票解禁・就職決起会

7/4 検定特別授業（～ 8日）

7/10 全経簿記能力検定

7/11 追再試・まなび場Jr（滝の沢中）

7/12 テスト返却・大掃除

7/13 復習授業（～ 15日）

7/14 校外進路ガイダンス（進学）

7/15 校外進路ガイダンス（就職）
 まなび場Jr（鶴間中）

7/16 全経電卓計算能力検定

7/18 専修学校展
 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）

7/20 1学期終業式・保護者会

7/21 夏休み（～ 8月31日）

7/25 専修学校全国大会（～ 27日）

7/30 学校説明会

学　園　本　部
5/13 現況調査（専門・大和商業・幼稚園）
5/25 現況調査（高校）
5/26 監事監査
5/30 役員会
6/9 創立記念日

5/2 月謝引き落とし日
5/10 ベイスターズ野球教室
5/11 参観日（年少）（予定）
5/12 参観日（年長）（予定）
5/13 参観日（年中）（予定）
5/16 役員会（予定）
5/17 誕生日会（5月）
 内科検診①
5/18 面談日
5/19 クッキング保育（年長）（予定）
5/21 親児の会（予定）
5/23 内科検診②
5/24 父母の会決算総会
 避難訓練
5/25 お楽しみ会
 新任研修
5/26 歯科検診①
5/27 遠足（予定）
5/30 夕涼み会実行委員会
6/1 月謝引き落とし日
6/3 虫歯予防集会
 遠足予備日
6/4 第一回就職フェア（未定）
6/5 第一回就職フェア予備日（未定）
6/6 ケータリング（年長）（予定）
 役員会（予定）
 地域開放事業ストレッチ（予定）
6/7 避難訓練
6/9 創立記念日
 新任研修
6/10 プール開き
6/11 参観日（予定）
6/13 振替休園
6/14-17 個人面談・午前保育
6/20 夕涼み会実行委員会
 地域開放ヨガ（予定）
6/21 クッキング保育（年中）（予定）
6/22 ダディー&マミー
6/25 学生見学会
6/27 地域開放フラワー（予定）
 誕生日会（6月）
6/28 スマイルクラブ
6/29 幼稚園大会
6/30 歯科検診②
7/1 月謝引き落とし日
 クッキング保育（年少）（予定）
7/4 誕生日会（7月）
 役員会（予定）
7/6 未就園児七夕親子製作
 七夕会
7/7 令和5年度未就園児見学説明会
7/11 誕生日会（8月）
7/12 避難訓練
 スマイルクラブ
7/13 面談日
 第二回就職フェア（予定）
7/19 夕涼み会
7/20 終業式
7/21 お泊まり保育（予定）
7/22 お泊まり保育（予定）

5/21 全経電卓計算能力検定
 第1回オープンキャンパス
5/22 医科医療事務管理士技能認定試験
5/29 全経簿記能力検定
6/ 4 全経社会人常識マナー検定
6/ 9 創立記念日
6/12 サービス接遇実務検定
 日商簿記検定
6/19 秘書技能検定
6/25 第2回オープンキャンパス
6/26 医科医療事務管理士技能認定試験
 ビジネス実務マナー検定
6/27-30 sports week（予定）
7/ 2 全経文書処理能力検定
7/ 3 JLPT日本語能力試験
7/10 全経簿記能力検定
 診療報酬請求事務能力認定試験
7/14-21 前期試験
7/15-22 午後追試験
7/16 全経社会人常識マナー検定
 Japan Basic・全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
7/22 夏季終業式
7/23 全経コンピュータ会計能力検定
7/24 医科医療事務管理士技能認定試験
7/26-27 仕事のまなび場

5/10 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
5/16 （求職者支援訓練）5月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
5/17 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 株式会社アスモ介護サービス
5/31 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
6/8 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
6/15 （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 株式会社ソラスト
6/16 （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 西迫会計事務所
7/1 （県委託訓練）7月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科
7/5 （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 医療法人社団総生会
7/19 （求職者支援訓練）4月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 介護職員養成（初任者研修）科
7/20 （求職者支援訓練）5月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

5/2 3年三者面談開始（～ 5/31）

5/10 1学期中間試験日程発表

5/14 後援会総会・役員会

5/16 中学校訪問開始

5/17-20 1学期中間試験

5/20 生徒総会

5/27 第1回実用英語技能検定（任意）

 学費引き落とし（2・3年）

6/6 体育祭準備

6/7 体育祭

6/8 体育祭予備日

6/9 創立記念日

6/12 東部フェスタ

6/17 日本漢字能力検定（任意）

6/18 公開授業・保護者会・後援会役員会

6/20 6/18振替休日

6/21 期末試験日程発表

6/27 学費引き落とし（2・3年）

6/28 -7/1 1学期期末試験

7/1 求人票解禁日

7/4 試験予備日

7/5-7 試験返却

7/9 実力診断テスト（1年アド） （1・2年スタ情任意）

7/9 進研模試3科目（2年アド）（1・2年スタ情任意）

7/11 実力診断テスト（3年）

7/14 進路行事・実力診断テスト予備日（3年）

7/15 進路行事

7/18 私学展

7/19 次年度履修ガイダンス・進路行事

7/20 終業式・大掃除・LHR

7/21 後援会役員会・職員対象救命講習会

7/25 夏期講習（第1期）（～ 7/29）

7/26-27 学期末補習

7/27 学費引き落とし

7/28-29 学期末補習試験

7/29 オープンスクール

○学園本部：金久保・清水　　　○柏木高校：本田・川津　　　○大和商業：高橋
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　　　　○幼 稚 園：笠井・髙田・藤野


